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令和4（２０２２）年4月１日 19イベント

千利休の高弟・山上宗二432年忌

内容  ▷法要と講演「利休の消息」
　　  ▷呈茶（中止の場合あり）
日時  4月10日(日)13時30分～16時
30分（受付は12時30分から。先着順）
場所  天慶院(堺区南旅篭町東3丁
1-2　南宗寺内)　有料  

 つぼ市製茶本舗
　 ( 0120-61-7187)か
　 観光推進課
　 (☎228-7493　FAX228-7342)

日本庭園の散策と堺を知る学習会

ボランティアガイドが案内し、郷土史
家から学びます。抹茶と和菓子付き。
日時  4月23・28日13時堺市博物館
集合、15時大仙公園日本庭園解散
有料   要申込  4月1日から先着順。
詳しくは堺観光ボランティ
ア協会 (QRコード)参照 

 堺観光ボランティア協会
　 (☎260-4441)か
　 観光推進課
　 (☎228-7493　FAX228-7342)

大和川水辺の楽校教室

内容  魚捕りや水質調査、川遊びに
おける安全講習など
日時  5月5日(祝日)10～12時
場所  大和川河川敷(堺区香ヶ丘町5丁)
対象  小学生とその保護者
要申込  4月4日から先着順。
詳しくは市 (QRコード)参照 

 水辺の楽校協議会事務局
　 (☎070-5503-6261)か
　 河川水路課
　 (☎228-7418　FAX228-7868)

視覚・聴覚障害者を
サポートする方を養成

いずれも場所  健康福祉プラザ(21
ページ参照)　有料  テキスト代のみ
詳しくは視覚・聴覚障害者
センター (QRコード)参照
 

▼点訳ボランティア
日程  5月～来年3月
4月14日の説明会、21日の面接に
参加が必要
要申込  4月13日まで

▼要約筆記者(PCコース)
日時  6月18日～来年1月14日の
土曜日13～17時
6月11日のガイダンスに参加が必要
要申込  5月24日まで

 視覚・聴覚障害者センター
 (☎275-5024　FAX243-2222)

楽しむ
春から新しいことを始めませんか
活動したい方募集

■スポーツ少年団の登録・団員
登録するとスポーツ少年団の大
会などに参加できます。また団
員も募集しています。
種目 軟 式 野 球 、サッカー 、バレー
ボール、陸上、ミニバスケットボール、
剣道、空手道、少林寺拳法、テニス
要申込  詳しくは  へ

 堺市スポーツ少年団本部事務局
(堺市教育スポーツ振興事業団内
 ☎294-6111　FAX237-6001)

■堺市少年少女合唱団・
堺リーブズハーモニー団員

定期演奏会や合唱祭などに出演しま
す。
練習  主に日曜日の9～12時
対象  市内在住・在学の小学生～高
校生
場所  フェニーチェ堺(20ページ参
照)など　有料  
要申込  詳しくは財団 参照

 堺市文化振興財団
 (☎228-0114　FAX228-0115)

■堺サイエンスクラブ
科学研究の基本を学び、大学の先生
による講演や科学体験などに参加し
ます。大阪公立大学「未来の博士」
育成ラボとも連携。
期間  5月～来年2月の主に土曜日と
夏休み(10回程度)
対象  市内在住・在学の小学6年生
場所  ソフィア・堺(20ページ参照)な
ど
要申込  4月8～22日に市電子申請シ
ステムで。4月16日にオンライン説
明会あり
詳しくは教育センター 参照

 教育センター
 (☎270-8120　FAX270-8130)

オリックス・バファローズ
ファーム公式戦に無料招待

オリックス・バファ
ローズと阪神タイ
ガースとのファー
ム(2軍)公式戦に
抽選で市内在住
の方を無料招待。
日時  5月21・22日13時から
場所  くら寿司スタジアム堺(中区平
井411)
要申込  4月15日まで。詳し
くは市 (QRコード)参照 

 オリックス・バファローズ
　 (☎0570-01-8862)か
　 スポーツ推進課
　 (☎228-7437　FAX228-7454)

©ORIX Buffaloes

わんぱく相撲堺大会　参加者募集！

取組  学年・男女別トーナメント
日時  5月15日(日)8時から
場所  大浜公園相撲場(堺区大浜北町4丁)
対象  堺・高石市在住・在学の小学生
要申込  4月中旬から、スポーツ推進
課や体育館にある申込書で

 わんぱく相撲堺大会実行委員会
 (堺高石青年会議所内
 ☎228-3550　FAX228-3551)か
 スポーツ推進課
 (☎228-7437　FAX228-7454)

登録有形文化財
旧天王貯水池一般公開

日時  4月3日(日)10～16時　
場所  旧天王貯水池(堺区中三国ヶ
丘町3丁78)

 けやき通りまちづくりの会
　 (松浦　☎090-5968-5659)か
　 文化財課
　 (☎228-7198　FAX228-7228)

浅香山緑道のつつじが見ごろ

浅香山緑道(堺区香ヶ丘町5丁1)で
は、4月下旬～5月上旬に、約2,500
本のつつじが見ごろを迎えます。
周辺には駐車場がありませんので、
公共交通機関をご利用くだ
さい 。詳しくは 市 (QR
コード)をご覧ください。

 公園緑地整備課
 (☎228-7424　FAX228-1336)

学　ぶ
堺市の生き物を知ろう！学ぼう！
堺いきもの情報館

■「堺の希少種フォトアワード」
受賞作品が決定

詳しくは堺いきもの
情報館 (QRコード)参照 

■デジタル冊子「堺いきもの通信」
市内にすむさま
ざまな生き物の
写真や生物多様
性に関する読み
物を掲載。
同館 (QRコー
ド)でご覧になれ
ます。 

 環境共生課
 (☎228-7440　FAX228-7317)

旧天王貯水池と浅香山緑道つつじ
7ページに写真あり

包丁研ぎ方教室

日時  4月28日(木)13～14時30分、
15～16時30分
場所  堺伝統産業会館(堺区材木町
西1丁1-30)
有料  要申込  4月12日まで。
詳しくは同館 (QRコー
ド)参照 

 堺伝統産業会館
　 (☎227-1001　FAX227-5006)

日本語指導ボランティア研修

日程  5月30日～8月1日の月曜日(7 
月11・18日を除く)18時30分～20
時30分
場所  多文化交流プラザ・さかい(堺
区南瓦町2-1　堺市総合福祉会館)
要申込  4月21日まで。
詳しくは市 (QRコード)
参照 

 国際課
 (多文化交流プラザ・さかい
  ☎340-1090　FAX340-1091)

動画で紹介
お風呂で健康になろう！

関西大学・河端教授
が監修したアスリー
トのパフォーマンス
を最大限に引き出す
入 浴 方法を、上下水 道局
YouTube「すいチャンネル」
(QRコード)で紹介します。 

 経営企画室
 (☎250-9208　FAX250-6600)

関西大学との地域連携講座
はじめてのマインドフルライフ

日時  4月16日、5月14日、6月11日14
～17時（全3回）
要申込  有料
詳しくは関西大学
(QRコード)参照 

 同大学堺キャンパス事務室
 (☎229-5024   FAX229-5082)か
 政策企画部民間活力導入担当
 (☎228-0289　FAX222-9694)

いきいき堺市民大学　本講座

内容  歴史・ヘルス・コミュニティデザ
イン、アドベンチャープログラムの4
コース
日程  5月～来年3月
場所  大阪公立大学中百舌鳥キャン
パス(中区学園町1-1)、関西大学堺
キャンパス（堺区香ヶ丘町1丁11-1）
有料   要申込  
詳しくは協議会
(QRコード)参照 

 さかいセカンドステージ
 応援団運営協議会
 (川崎 ☎090-1489-5121)か
 生涯学習課
 (☎228-7631　FAX228-8070)


